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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライセンス支援アクセス(LAA)進化型ノードB(eNB)であって、
　アンライセンスバンドにおいて動作するLAAユーザ機器(UE)と通信するように構成され
る送受信器と、
　処理回路と、を備え、
　前記処理回路は、
　　前記UEが通信することができるワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)に関す
るWLAN情報について前記UEに要求を送信するように前記送受信器を構成し、前記要求は、
前記アンライセンスバンドにおける少なくとも1つのチャネルを含む前記アンライセンス
バンドに関する情報と前記WLAN情報が要求される時間ウィンドウとを含み、
　　前記UEから前記WLAN情報を含むレポートを受信するように前記送受信器を構成し、
　　前記WLAN情報に基づいて、当該eNBによる前記アンライセンスバンドの使用に関わる
ネットワーク動作を設定し、前記ネットワーク動作は、複数の候補チャネルの間での当該
eNBによるチャネル選択を含む、
　ように構成される、
　eNB。
【請求項２】
　前記処理回路は、さらに、UEによる前記アンライセンスバンドの使用に関わるネットワ
ーク動作を設定することにおいて前記WLAN情報を使用するネットワークエンティティに対
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して前記WLAN情報を提出するように前記送受信器を構成するように構成される、前記ネッ
トワーク動作は、複数の候補チャネルの間での当該eNBによるチャネル選択を含む、請求
項１に記載のeNB。
【請求項３】
　前記WLAN情報は、
　測定なしに前記UEにより取得可能な情報と、
　前記UEによって又は前記UEに代わって実行可能な測定からの情報と、
　のうち少なくとも1つを含む、請求項１に記載のeNB。
【請求項４】
　前記アンライセンスバンドは、ロングタームエボリューション(LTE)のためのアンライ
センスバンドであり、前記ネットワーク動作を設定することにおいて、前記処理回路は、
さらに、
　　複数の候補チャネルの中から、前記ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)に
よりあまり使われていない前記LTEのための前記アンライセンスバンドの中のチャネルを
選択するように構成され、前記WLAN情報は、前記候補チャネルの各々について、基本サー
ビスセット(BSS)ロード、BSS平均アクセス遅延、クリアチャネルアセスメント(CCA)レポ
ート、又はチャネルロードレポートのうち少なくとも1つを含み、
　　前記の選択されたチャネルを用いて前記UEと通信するように前記送受信器を構成する
、
　ようにさらに構成される、請求項１に記載のeNB。
【請求項５】
　前記アンライセンスバンドは、ロングタームエボリューション(LTE)のためのアンライ
センスバンドであり、前記ネットワーク動作を設定することにおいて、前記処理回路は、
さらに、
　　前記WLAN情報から、前記LTEのための前記アンライセンスバンドの中の複数のチャネ
ルの各々について、WLAN干渉を決定し、
　　前記複数のチャネルの中から、より少ない量のWLAN干渉を含むチャネルを選択し、
　　前記の選択されたチャネルで動作するeNBに新しいUEを割り当てる、
　ように構成される、請求項１に記載のeNB。
【請求項６】
　前記アンライセンスバンドは、ロングタームエボリューション(LTE)のためのアンライ
センスバンドであり、
　前記処理回路は、さらに、前記WLAN情報に基づいてUEグルーピング又はローカライゼー
ションを決定してLTE　UEのグループセンシング及びスケジューリングを可能にするよう
に構成され、前記決定は、基本サービスセット識別(BSSID)の高度に相関したセットを示
す複数のUEからのレポートに基づく、
　請求項１に記載のeNB。
【請求項７】
　前記処理回路は、さらに、前記決定に基づいて、
　前記複数のUEのうちの1つのUEに対して、前記複数のUEのうちの別のUEの代わりにチャ
ネルセンシングを実行するように、アンライセンスバンド干渉を被る同じグループの中の
又は近接した前記複数のUEのうちの前記別のUEの代理として前記複数のUEのうちの前記1
つのUEを指名するメッセージを送信するように、前記送受信器を構成する、
　ように構成される、請求項６に記載のeNB。
【請求項８】
　前記処理回路は、さらに、
　前記要求の中で前記UEに対して、前記チャネルを通じて動作するアクセスポイント(AP)
に関する前記情報を送信するように、前記送受信器を構成するように構成され、前記アク
セスポイント(AP)に関する前記情報は、
　チャネルインデックスを含む前記APのビーコンスケジュールと、
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　大まかなビーコン開始時間と、
　前記APの基本サービスセット識別(BSSID)と、のうち少なくとも1つをさらに含む、請求
項１に記載のeNB。
【請求項９】
　前記要求は、
　前記要求に応答して前記レポートを送るように前記UEに指示するか、又は、
　所定のトリガ条件が満たされるということ及びレポートが当該eNBに送られるべき継続
時間とに応答して、前記レポートを送るように前記UEに指示するか、のうちの少なくとも
一方のための要求であり、前記所定のトリガ条件は、前記UEがビーコンを捕らえることが
できる基本サービスセット識別子(BSSID)又は広告されたBSSロードレベルを含む近隣のWL
AN情報の変化を含む、請求項１に記載のeNB。
【請求項１０】
　前記WLAN情報は、
　基本サービスセット識別子(BSSID)、
　WLAN管理フレームボディ内の情報、及び
　WLAN測定レポートについて定義された情報、
　のうち少なくとも1つを含む、請求項１に記載のeNB。
【請求項１１】
　前記送受信器と前記UEとの間の通信を送信するように構成されたアンテナ、
　をさらに含む請求項１に記載のeNB。
【請求項１２】
　ライセンス支援アクセス(LAA)ユーザ機器(UE)であって、
　アンライセンスバンドを用いてLAA進化型ノードB(eNB)と通信するように構成されたる
送受信器と、
　処理回路と、を備え、
　前記処理回路は、
　　当該UEが通信することができる近隣のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
に関するWLAN情報について前記eNBから要求を受信するように前記送受信器を構成し、前
記要求は、前記WLAN情報が取得される仕方を指定し、前記要求は、前記アンライセンスバ
ンドにおける少なくとも1つのチャネルを含む前記アンライセンスバンドに関する情報と
前記WLAN情報が要求される時間ウィンドウとを含み、
　　前記の指定された仕方を用いて前記アンライセンスバンドのチャネルにおけるアクセ
スポイント(AP)との通信によって前記WLAN情報を取得するように前記送受信器を構成し、
　　前記WLAN情報を含むレポートを前記eNBに送信するように前記送受信器を構成する、
　ように構成される、
　UE。
【請求項１３】
　複数のAPと通信するように構成されたWiFiモジュール、
　をさらに含み、前記処理回路は、さらに、
　　当該UEが指定されたチャネル上でビーコンを受信することができるAPのリストを決定
し、
　　前記指定されたチャネルに合わせて前記APのビーコンを用いて前記APの基本サービス
セット識別(BSSID)を順次収集するように前記送受信器を構成し、
　　前記レポート内で前記APのBSSIDを前記eNBに送信するように前記送受信器を構成する
　ように構成される、請求項１２に記載のUE。
【請求項１４】
　当該UEは、前記eNBからの前記要求の中で指定された前記WLAN情報を含む管理フレーム
タイプを識別する、請求項１２に記載のUE。
【請求項１５】
　前記要求は、前記WLAN情報が要求される時間ウィンドウを指定し、
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　前記処理回路は、さらに、
　　前記の指定された時間ウィンドウにわたり、フレームのフィールド内の前記WLAN情報
を抽出するように構成される、請求項１２に記載のUE。
【請求項１６】
　前記処理回路は、さらに、
　　プローブ要求、関連付け要求、又は再関連付け要求のうち1つを前記アクセスポイン
ト(AP)に送り、そして、プローブ応答、関連付け応答、又は再関連付け応答メッセージの
うち1つをそれぞれ受信することによって、前記WLAN情報を取得するように前記送受信器
を構成する、ように構成される、請求項１２に記載のUE。
【請求項１７】
　前記処理回路は、さらに、
　前記チャネルの上で無線測定を実行するように前記送受信器を構成するように構成され
る、請求項１２に記載のUE。
【請求項１８】
　前記処理回路は、さらに、
　当該UEの代わりに測定を実行し、結果的な測定情報を当該UEに送信するように、同じ基
本サービスセット(BSS)の中の局に対して要求を送信するように前記送受信器を構成する
ように構成される、請求項１２に記載のUE。
【請求項１９】
　ライセンス支援アクセス(LAA)進化型ノードB(eNB)の1つ以上のプロセッサに、前記eNB
を構成させるコンピュータプログラムであって、前記eNBは、送受信器によって、アンラ
イセンスバンドにおいて動作するLAAユーザ機器(UE)と通信し、前記1つ以上のプロセッサ
は、
　前記UEが通信することができる近隣のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)に
関するWLAN情報について前記UEに要求を送信し、前記WLAN情報は、WLAN管理フレームの中
の、又は、前記アンライセンスバンドの中のチャネルで動作するアクセスポイント(AP)に
前記UEが送った要求メッセージに応答して送られる応答メッセージからの、利用可能な情
報を含み、前記要求は、前記アンライセンスバンドにおける少なくとも1つのチャネルを
含む前記アンライセンスバンドに関する情報と前記WLAN情報が要求される時間ウィンドウ
とを含み、
　前記UEから前記WLAN情報を含むレポートを受信するように前記送受信器を構成し、
　UEによる前記アンライセンスバンドの使用に関わるネットワーク動作における使用のた
めに前記WLAN情報をネットワークエンティティに提出するように前記送受信器を構成する
、ように前記eNBを構成し、前記ネットワーク動作は、複数の候補チャネルの間での当該e
NBによるチャネル選択を含む、
　コンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記WLAN情報は、前記UEによって又は代わって実行可能な測定情報をさらに含む、請求
項１９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　前記アンライセンスバンドは、ロングタームエボリューション(LTE)のためのアンライ
センスバンドであり、
　前記1つ以上のプロセッサは、さらに、前記WLAN情報に基づいて、
　　複数の候補チャネルの中から、前記ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)に
よりあまり使われていないか又はより少ない量のWLAN干渉を有する前記LTEのためのアン
ライセンスバンドの中のチャネルを選択し、
　　前記の選択されたチャネルを通じて動作するeNBに新しいUEを割り当てる、
　ように構成される、請求項１９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　前記送受信器から前記UEに送信される前記要求は、前記アクセスポイント(AP)に関する
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前記情報を含み、前記APに関する前記情報は、
　　チャネルインデックスを含む前記APのビーコンスケジュール、
　　大まかなビーコン開始時間、及び
　　前記APの基本サービスセット識別(BSSID)のうち少なくとも1つを含む前記APに関する
情報を含む、請求項１９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２３】
　前記要求は、
　前記要求に応答して前記レポートを送るように前記UEに指示するか、又は、
　所定のトリガ条件が満たされるということとレポートが前記eNBに送られるべき継続時
間とに応答して、前記レポートを送るように前記UEに指示するか、のうちの少なくとも一
方のための要求であり、前記所定のトリガ条件は、前記UEがビーコンを捕らえることがで
きる基本サービスセット識別子(BSSID)又は広告されたBSSロードレベルを含む近隣のWLAN
情報の変化を含む、請求項１９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　ライセンス支援アクセス(LAA)進化型ノードB(eNB)においてアンライセンスバンドの中
のLAAユーザ機器(UE)からの近隣のワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)情報を
取り出す方法であって、
　前記eNBから前記UEに前記WLAN情報の要求を送信するステップであって、前記要求は、
前記アンライセンスバンドの中のチャネルと、前記WLAN情報が取得されるべき時間ウィン
ドウと、を指定する、ステップと、
　前記eNBにおいて前記UEから前記WLAN情報を受信するステップであって、前記WLAN情報
は、測定が採用されない前記アンライセンスバンドの動作情報を含む、ステップと、
　UEによる前記アンライセンスバンドの使用に関わるネットワーク動作を、
　　前記eNBにおいて前記WLAN情報を処理して前記ネットワーク動作を設定するか、又は
、
　　前記ネットワーク動作をネットワークエンティティが設定するように、前記WLAN情報
を前記ネットワークエンティティに提出するか、
　のうち少なくとも1つによって設定するステップであって、前記ネットワーク動作は、
複数の候補チャネルの間での前記eNBによるチャネル選択を含む、ステップと、を含む、
　方法。
【請求項２５】
　前記WLAN情報は、前記UEによって又は代わって取得される測定情報をさらに含む、請求
項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記要求は、ライセンス又はアンライセンスチャネルを通じて、L1/L2物理ダウンリン
ク制御チャネル(PDCCH)、媒体アクセス制御制御要素(MAC－CE)、又は無線リソース制御(R
RC)シグナリングのうち1つを介して前記UEに送信され、
　前記要求は、WiFi測定フレームを介して前記UEに送信される、
　請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記要求は、
　WLAN媒体アクセス制御(MAC)フレームからのWLAN基本サービスセット識別子(BSSID)、
　近隣のWLANアクセスポイント(AP)への要求に対する応答からのWLAN管理フレームボディ
の中の情報、又は、
　WLAN測定レポートについて定義された情報、のうち少なくとも1つを獲得するように前
記UEに指示し、前記WLAN測定レポートについて定義された前記情報は、
　　前記UEが測定を実行するか、又は、
　　前記UEが該UEのために測定を実行するようにWLAN局に要求するか、
　のうち1つによって取得される、請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
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　前記要求は、
　前記要求に応答して受動的に前記WLAN情報を含むレポートを生成するか、
　前記eNBからの要求がないとしても所定条件が満たされたときに前記WLAN情報を含むレ
ポートの生成をトリガするか、
　L1/L2(PDCCH)、MAC　CE、RRCシグナリング、又は別のより高いレイヤのシグナリングに
よって前記eNBに前記WLAN情報を含むレポートを送信するか、又は、
　WiFi測定フレームによって前記eNBに前記WLAN情報を含むレポートを送信するか、
　のうち少なくとも1つを実行するように前記UEに指示する、請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記eNBは、さらに、前記の受信したWLAN情報に基づいて、
　チャネル選択、
　UEグルーピング又はローカライゼーション、
　同様のチャネル条件を経験する同じグループの中の又は近接した他のUEの代わりにチャ
ネルセンシングを実行するように代理UEを指名すること、又は、
　さらなるチャネルセンシングなしに同じグループの中の又は近接したUEのセットをスケ
ジュールすることと、
　のうち少なくとも1つを実行するように構成される、請求項２５に記載の方法。
【請求項３０】
　請求項１９乃至２３のうちいずれか１項に記載のコンピュータプログラムを記憶したコ
ンピュータ読取可能記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権主張
　本出願は、2015年3月27日に申請された米国特許出願第14/670,769号に対する優先の利
益を主張し、上記米国特許出願は、2014年7月21日に申請された米国仮特許出願第62/027,
141号及び2014年6月2日に申請された米国仮特許出願第62/006,743号に対する優先の利益
を主張し、これらの各々は、本明細書においてその全体を参照により援用される。
【０００２】
　実施形態は、無線アクセスネットワークに属する。いくつかの実施形態は、アンライセ
ンススペクトルにおける使用法を決定することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークは複数の特定周波数バンド内で
動作し、幅広い種類の情報を、増え続ける数及びタイプのユーザ機器（ＵＥ）に届ける。
典型的に、異なる通信手法の使用は、連邦政府により統制される免許されたバンド（ライ
センスバンド）（licensed　bands）に制限される。ネットワーク使用の普及は、こうし
たライセンスバンドを越えてＬＴＥ使用を拡大することへの興味をかき立てている。ＬＴ
Ｅアンライセンスト（LTE-Unlicensed）（ＬＴＥ－Ｕ）は、ライセンス支援アクセス（Li
cense　Assisted　Access）（ＬＡＡ）通信装置、例えばＵＥ及び発展型ノードＢ（evolv
ed　node　Bs）（ｅＮＢ）などが、通信において免許不要のスペクトル（アンライセンス
スペクトル）（unlicensed　spectrum）を使用することを可能にする。ＬＴＥシステムだ
けが、ＬＴＥバンド内で合法的に動作することができると同時に、他のシステム、例えば
ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）システムなどが、アンライセンスス
ペクトル内でＬＴＥ－Ｕシステムと共存する。詳細には、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｎ／
ａｃテクノロジーを使用するＷＬＡＮシステムが、個人及びオペレータの双方による様々
な目的での５ＧＨｚアンライセンスナショナル情報インフラストラクチャ（Unlicensed　
National　Information　Infrastructure）（Ｕ－ＮＩＩ）バンドの幅広い使用を享受し
ている。
【０００４】
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　典型的に、アンライセンスバンドユーザは、スペクトル全体を占有するというよりも１
つのチャネル（サブバンド）上で動作し、複数のユーザが異なるチャネルを使用すること
によって共存することを可能にする。アンライセンスバンド内での通信の共存に起因して
、アンライセンスバンド内でのスペクトル使用法を決定してアンライセンスバンド内にお
けるＬＡＡ通信をより良く提供することが望ましいことになる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　図面は必ずしも縮尺どおりに描かれておらず、図面において、同様の番号が種々のビュ
ー内で類似のコンポーネントを説明することがある。異なる文字添え字を有する同様の番
号が、類似のコンポーネントについての異なるインスタンスを表すことがある。図面は、
一般に、限定としてではなく例として、本文献内で論じられる様々な実施形態を例示する
。
【図１】いくつかの実施形態に従う、ＬＴＥネットワークのエンドツーエンドネットワー
クアーキテクチャの部分の例を、ネットワークの様々なコンポーネントと共に示す。
【図２】いくつかの実施形態に従う、通信装置の機能ブロック図を例示する。
【図３】いくつかの実施形態に従う、ＷＬＡＮ情報を取得し及び使用する方法のメッセー
ジフローを例示する。
【図４】いくつかの実施形態に従う、ＷＬＡＮ情報を取得し及び使用する方法のフローチ
ャートを例示する。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　下記の説明及び図面は、特定の実施形態を十分に例示して、当業者がこれらを実施する
ことを可能にする。他の実施形態が、構造的、論理的、電気的、処理、及び他の変更を包
含し得る。いくつかの実施形態の部分及び特徴が、他の実施形態の部分及び特徴に含まれ
、あるいは他の実施形態の部分及び特徴の代替にされることがある。請求項に明記される
実施形態は、請求項についてのすべての利用可能な均等物を包含する。
【０００７】
　図１は、いくつかの実施形態に従う、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネット
ワークのエンドツーエンドネットワークアーキテクチャの部分の例を、ネットワークの様
々なコンポーネントと共に示している。ネットワーク１００は、無線アクセスネットワー
ク（ＲＡＮ）（例えば、図示されるとおり、Ｅ－ＵＴＲＡＮ又は発展型ユニバーサル地上
波無線アクセスネットワーク（evolved　universal　terrestrial　radio　access　netw
ork））１０１と、Ｓ１インターフェース１１５を通して一緒に結合されるコアネットワ
ーク１２０（例えば、発展型パケットコア（evolved　packet　core）（ＥＰＣ）として
図示されている）とを含み得る。簡便さ及び簡潔さのため、上記例において、コアネット
ワーク１２０とＲＡＮ１０１とのうち一部だけが図示されている。
【０００８】
　コアネットワーク１２０は、モビリティマネジメントエンティティ（mobility　manage
ment　entity）（ＭＭＥ）１２２、サービングゲートウェイ（サービングＧＷ）１２４、
及びパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ）１２６を含み得る。ＲＡ
Ｎには、ユーザ機器（ＵＥ）１０２と通信する進化型ノードＢ（enhanced　node　Bs）（
ｅＮＢ）１０４（これは、基地局として動作することができる）が含まれる。ｅＮＢ１０
４は、マクロｅＮＢ及び低パワー（low　power）（ＬＰ）ｅＮＢを含み得る。
【０００９】
　ＭＭＥ１２２は、機能において、レガシーのサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧ
ＳＮ）の制御プレーンと同様であり得る。ＭＭＥは、アクセスにおけるモビリティ態様、
例えば、ゲートウェイ選択及びトラッキングエリアリスト管理などを管理することができ
る。サービングＧＷ１２４は、ＲＡＮ１０１に向けてインターフェースを終端させ（term
inate）、ＲＡＮ１０１とコアネットワーク１２０との間のパケットをルーティングする
（route）ことができる。さらに、サービングゲートウェイ１２４は、インターｅＮＢ（i
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nter-eNB）ハンドオーバのためのローカルモビリティアンカーポイント（anchor　point
）であってもよく、さらに、インター３ＧＰＰ（inter-3GPP）モビリティのためのアンカ
ーを提供してもよい。他の責務には、適法の傍受、課金、及びいくつかのポリシー強制が
含まれ得る。サービングＧＷ１２４及びＭＭＥ１２２は、１つの物理ノード又は別個の物
理ノードにおいて実装されてよい。ＰＤＮ　ＧＷ１２６は、パケットデータネットワーク
（ＰＤＮ）に向けてＳＧｉインターフェースを終端させることができる。ＰＤＮ　ＧＷ１
２６は、ＥＰＣ１２０と外部ＰＤＮとの間のデータパケットをルーティングすることがで
き、ポリシー強制及び課金データ収集のためのキーノードであり得る。ＰＤＮ　ＧＷ１２
６は、非ＬＴＥアクセスでのモビリティのためのアンカーポイントをさらに提供してもよ
い。外部ＰＤＮは、任意の種類のＩＰネットワーク、及びＩＰマルチメディアサブシステ
ム（ＩＭＳ）ドメインであり得る。ＰＤＮ　ＧＷ１２６及びサービングＧＷ１２４は、１
つの物理ノード又は別個の物理ノードにおいて実装されてよい。
【００１０】
　ｅＮＢ１０４（マクロ及びマイクロ）は、エアインターフェースプロトコルを終端させ
ることができ、ＵＥ１０２のためのコンタクトの第１のポイントであり得る。いくつかの
実施形態において、ｅＮＢ１０４は、ＲＮＡ１０１のための様々な論理機能を遂行するこ
とができ、これらに限られないが、ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ機能）、例え
ば、無線ベアラ管理、アップリンク及びダウンリンク動的無線リソース管理及びデータパ
ケットスケジューリング、並びにモビリティマネジメントなどが含まれる。実施形態に従
い、ＵＥ１０２は、ＯＦＤＭＡ通信手法に従ってマルチキャリア通信チャネルを通じて、
ＯＦＤＭ通信信号をｅＮＢ１０４と通信するように構成されることができる。ＯＦＤＭ信
号は、複数の直交サブキャリア（subcarriers）を含み得る。
【００１１】
　Ｓ１インターフェース１１５は、ＲＡＮ１０１とＥＰＣ１２０とを分離するインターフ
ェースである。Ｓ１インターフェース１１５は、２つの部分、すなわち、Ｓ１－ＵとＳ１
－ＭＭＥとに分けられることができる。Ｓ１－Ｕは、ｅＮＢ１０４とサービングＧＷ１２
４との間のトラフィックデータを運び、Ｓ１－ＭＭＥは、ｅＮＢ１０４とＭＭＥ１２２と
の間のシグナリングインターフェースである。Ｘ２インターフェースは、ｅＮＢ１０４間
のインターフェースである。Ｘ２インターフェースは、２つの部分、Ｘ２－Ｃ及びＸ２－
Ｕを含み得る。Ｘ２－Ｃは、ｅＮＢ１０４間の制御プレーンインターフェースであっても
よく、Ｘ２－Ｕは、ｅＮＢ１０４間のユーザプレーンインターフェースであってもよい。
【００１２】
　セルラーネットワークでは、ＬＰセルが使用されて、屋外信号がうまく到達しない屋内
エリアにカバレッジを拡張し、あるいは、非常に高密度の電話使用を有するエリア、例え
ば列車の駅などにおいて、ネットワーク容量を追加することができる。本明細書において
使用されるとき、用語の低パワー（ＬＰ）ｅＮＢは、より狭い（マクロセルより狭い）セ
ル、例えば、フェムトセル、ピコセル、又はマイクロセルなどを実装するための、任意の
適切な比較的低パワーのｅＮＢを参照し得る。フェムトセルｅＮＢは、典型的に、モバイ
ルネットワークオペレータによって、その住宅（residential）又はエンタープライズ（e
nterprise）顧客に提供されることができる。フェムトセルは、典型的に、住宅ゲートウ
ェイのサイズか又はより小さく、一般に、ユーザのブロードバンド回線に接続することが
できる。いったんプラグ接続される（plugged　in）と、フェムトセルは、モバイルオペ
レータのモバイルネットワークに接続し、住宅フェムトセルのために典型的に３０乃至５
０メートルの範囲において割増の（extra）カバレッジを提供することができる。ゆえに
、ＬＰ　ｅＮＢがフェムトセルｅＮＢであってもよく、なぜならば、ＬＰ　ｅＮＢがＰＤ
Ｎ　ＧＷ１２６を通して結合されるからである。同様に、ピコセルは、小さいエリア、例
えば、ビル内（オフィス、ショッピングモール、列車の駅等）又はより最近では飛行機内
を典型的にカバーするワイヤレス通信システムであり得る。ピコセルｅＮＢは、一般に、
Ｘ２リンクを通して別のｅＮＢ例えばマクロｅＮＢに、その基地局コントローラ（ＢＳＣ
）機能性を通して接続することができる。ゆえに、ＬＰ　ｅＮＢはピコセルｅＮＢを用い
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て実装されてもよく、なぜならば、ＬＰ　ｅＮＢがＸ２インターフェースを介してマクロ
ｅＮＢに結合されるからである。ピコセルｅＮＢ又は他のＬＰ　ｅＮＢは、マクロｅＮＢ
のいくつか又はすべての機能性を包含してもよい。いくつかの場合、このことは、アクセ
スポイント基地局又はエンタープライズフェムトセルとして参照され得る。
【００１３】
　ＬＴＥネットワークを通じた通信は１０ｍｓフレームに分けられることができ、フレー
ムの各々は１０個の１ｍｓサブフレームを含む。同様に、各サブフレームが２つの０．５
ｍｓスロットを含み得る。各スロットは、使用されるシステムに依存して、６～７シンボ
ルを含み得る。リソースブロック（ＲＢ）（さらに、物理リソースブロック（ＰＲＢ）と
も呼ばれる）が、ＵＥに割り振られることができるリソースの最小ユニットであり得る。
リソースブロックは、周波数において１８０ＫＨｚ幅及び時間において１スロット長であ
り得る。周波数において、リソースブロックは、１２×１５ｋＨｚサブキャリア又は２４
×７．５ｋＨｚサブキャリア幅のいずれかであり得る。大抵のチャネル及び信号について
、リソースブロックごとに１２個のサブキャリアが使用されることができる。周波数分割
複信（Frequency　Division　Duplexed）（ＦＤＤ）モードにおいて、アップリンクフレ
ーム及びダウンリンクフレームの双方が１０ｍｓであってもよく、周波数（全二重）又は
時間（半二重）により分離されることができる。時分割複信（Time　Division　Duplexed
）（ＴＤＤ）において、アップリンクサブフレーム及びダウンリンクサブフレームは同じ
周波数上で送信されることができ、時間ドメインにおいて多重化されることができる。ダ
ウンリンクリソースグリッドが、ｅＮＢからＵＥへのダウンリンク送信に使用されること
ができる。グリッドは時間周波数グリッドであってもよく、これは各スロットにおけるダ
ウンリンクにおける物理リソースである。リソースグリッドの各列及び各行が、それぞれ
、１つのＯＦＤＭシンボル及び１つのＯＦＤＭサブキャリアに対応し得る。時間ドメイン
内のリソースグリッドの継続時間が、１スロットに対応し得る。リソースグリッド内の最
小の時間周波数ユニットが、リソース要素（resource　element）として表されることが
できる。各リソースグリッドが、複数の上記リソースブロックを含むことができ、こうし
たリソースブロックは、ある物理チャネルのリソース要素へのマッピングを説明する。各
リソースブロックは、１２（サブキャリア）＊１４（シンボル）＝１６８リソース要素を
含み得る。
【００１４】
　上記リソースブロックを使用して伝達される、いくつかの異なる物理ダウンリンクチャ
ネルが存在し得る。これら物理ダウンリンクチャネルのうち２つが、物理ダウンリンク制
御チャネル（physical　down　link　control　channel）（ＰＤＣＣＨ）及び物理ダウン
リンク共有チャネル（physical　downlink　shared　channel）（ＰＤＳＣＨ）であり得
る。各サブフレームは、ＰＤＣＣＨ及びＰＤＳＣＨへと区分されることができる。ＰＤＣ
ＣＨは、通常、各サブフレームのうち最初の２シンボルを占有し、とりわけ、ＰＤＳＣＨ
チャネルに関連したトランスポートフォーマット及びリソース割り振りに関する情報と、
アップリンク共有チャネルに関連したＨ－ＡＲＱ情報とを運び得る。ＰＤＳＣＨは、ユー
ザデータ及びより高いレイヤのシグナリングをＵＥに運び、サブフレームのうち残りを占
有し得る。典型的に、ダウンリンクスケジューリング（セル内のＵＥに制御及び共有チャ
ネルリソースブロックを割り当てること）が、ｅＮＢにおいて、ＵＥからｅＮＢに提供さ
れるチャネル品質情報に基づいて実行されることができ、それから、ダウンリンクリソー
ス割り当て情報が、各ＵＥに対して、ＵＥに使用される（に割り当てられた）ＰＤＣＣＨ
上で送られることができる。ＰＤＣＣＨは、同じサブフレーム内のＰＤＳＣＨ上で送信さ
れたデータをリソースグリッドから見つけ及びデコードする方法をＵＥに教える複数のフ
ォーマットのうち１つにおいて、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を含むことができる。
ＤＣＩフォーマットは、リソースブロックの数、リソース割り振りタイプ、変調スキーム
、トランスポートブロック、冗長バージョン、コーディングレート等などの詳細を提供す
ることができる。各ＤＣＩフォーマットは、巡回冗長コード（cyclic　redundancy　code
）（ＣＲＣ）を有することができ、ＰＤＳＣＨが対象とするターゲットＵＥを識別する無
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線ネットワーク一時識別子（Radio　Network　Temporary　Identifier）（ＲＮＴＩ）で
、スクランブルをかけられる（scrambled）ことができる。ＵＥ固有ＲＮＴＩの使用は、
ＤＣＩフォーマット（及び、ゆえに、対応するＰＤＳＣＨ）のデコーディングを、意図さ
れたＵＥのみに制限することができる。
【００１５】
　図２は、いくつかの実施形態に従う、通信装置（例えば、ＵＥ又はｅＮＢ）の機能ブロ
ック図を例示している。通信装置２００は、物理レイヤ（ＰＨＹ）回路２０２を含んでも
よく、ＰＨＹ回路２０２は、該ＰＨＹ回路に電気的に接続された１つ以上のアンテナ２０
１を用いて、上記通信装置、他のｅＮＢ、他のＵＥ、又は他の装置への及びこれらからの
無線周波数電気信号を送信し及び受信する。ＰＨＹ回路２０２は、変調／復調、アップコ
ンバージョン／ダウンコンバージョン、フィルタリング、増幅等のための回路を含んでも
よい。通信装置２００は、媒体アクセス制御レイヤ（ＭＡＣ）回路２０４をさらに含んで
もよく、ＭＡＣ回路２０４は、ワイヤレス媒体へのアクセスを制御し、ワイヤレス媒体を
通じて通信するためのフレーム又はパケットを構成する。通信装置２００は、処理回路２
０６及びメモリ２０８をさらに含んでもよく、処理回路２０６及びメモリ２０８は、本明
細書に説明される動作を実行するようにセルラー装置の様々な要素を構成するように配置
される。メモリ２０８を使用して、動作を実行するように処理回路２０６を構成するため
の情報を記憶してもよい。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、通信装置２００は、ポータブルワイヤレス通信装置、例
えば、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ワイヤレス通信能力を有するラップ
トップ若しくはポータブルコンピュータ、ウェブタブレット、ワイヤレス電話、スマート
フォン、ワイヤレスヘッドセット、ページャ、インスタントメッセージング装置、デジタ
ルカメラ、アクセスポイント、テレビジョン、医療装置（例えば、心拍モニタ、血圧モニ
タ等）、センサ、又は、情報をワイヤレスに受信し及び／又は送信することができる他の
装置などの、一部であり得る。いくつかの実施形態において、通信装置２００は、キーボ
ード、ディスプレイ、不揮発メモリポート、複数のアンテナ、グラフィックスプロセッサ
、アプリケーションプロセッサ、スピーカー、及び他のモバイル装置要素のうち１つ以上
を含んでもよい。ディスプレイは、タッチスクリーンを含むＬＣＤ画面であってもよい。
【００１７】
　通信装置２００によって利用される１つ以上のアンテナ２０１は、１つ以上の指向性又
は全方向性アンテナを含んでもよく、例えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ
、パッチアンテナ、ループアンテナ、マイクロストリップアンテナ、又は、ＲＦ信号の送
信に適した他タイプのアンテナが含まれる。いくつかの実施形態において、２つ以上のア
ンテナに代わって、複数の開口を有する単一のアンテナが使用されてもよい。こうした実
施形態において、各開口は、別個のアンテナと考えられることができる。いくつかの複数
入力複数出力（multiple-input　multiple-output）（ＭＩＭＯ）実施形態において、ア
ンテナは、受信局のアンテナの各々と送信局のアンテナの各々との間で生じ得る空間ダイ
バーシティ及び異なるチャネル特性の平均をとるように効率的に分離されてもよい。いく
つかのＭＩＭＯ実施形態において、アンテナは、最大で一波長の１／１０又はそれ以上に
よって分離されてもよい。
【００１８】
　通信装置２００はいくつかの別個の機能要素として例示されているが、機能要素のうち
１つ以上が組み合わせられてもよく、ソフトウェアにより構成された要素、例えばデジタ
ルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）を含む処理要素など、及び／又は他のハードウェア要素
の、組み合わせによって実装されてもよい。例えば、いくつかの要素が、１つ以上のマイ
クロプロセッサ、ＤＳＰ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、無線周波数集積回路（Ｒ
ＦＩＣ）、並びに、本明細書に説明される機能を少なくとも実行する様々なハードウェア
及びロジック回路の組み合わせを含んでもよい。いくつかの実施形態において、機能要素
は、１つ以上の処理要素上で動作する１つ以上の処理を参照し得る。
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【００１９】
　説明される実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、及びソフトウェアのうち１つ
又は組み合わせにおいて実装されてよい。実施形態は、さらに、コンピュータ読取可能記
憶媒体上に記憶された命令として実装されてもよく、上記命令は、少なくとも１つのプロ
セッサにより読み出され及び実行されて、本明細書に説明される動作を実行することがで
きる。コンピュータ読取可能記憶媒体は、マシン（例えば、コンピュータ）により読取可
能な形式において情報を記憶する任意の非一時的メカニズムを含んでよい。例えば、コン
ピュータ読取可能記憶媒体は、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光学記憶媒体、フラッシュメモリ装置、並びに他の記憶
装置及び媒体を含んでもよい。こうした実施形態において、１つ以上のプロセッサが、本
明細書に説明される動作を実行するように命令を用いて構成されてもよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、処理回路２０６は、ＯＦＤＭＡ通信手法に従ってマルチ
キャリア（multicarrier）通信チャネルを通じてＯＦＤＭ通信信号を受信するように構成
されることができる。ＯＦＤＭ信号は、複数の直交サブキャリアを含み得る。いくつかの
ブロードバンドマルチキャリア実施形態において、セルラー装置２００は、ブロードバン
ドワイヤレスアクセス（ＢＷＡ）ネットワーク通信ネットワーク、例えば、ワールドワイ
ドインターオペラビリティフォーマイクロウェーブアクセス（Worldwide　Interoperabil
ity　for　Microwave　Access）（ＷｉＭＡＸ（登録商標））通信ネットワーク、又は第
３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））ユニバーサル地上波無線
アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）、又はロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登
録商標））通信ネットワーク、又はＬＴＥアドバンスト（LTE-Advanced）通信ネットワー
ク、又は第５世代（５Ｇ）ＬＴＥ通信ネットワーク、又は高速ダウンリンク／アップリン
クアクセス（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ）通信ネットワークなどの一部として動作してもよ
く、しかしながら、本発明の範囲は上記の点において限定されない。
【００２１】
　上述されたとおり、データ（例えば、音声及びビデオ）を通信する需要は増加し続けて
いるので、ＲＡＮが、ますます重い通信トラフィックを経験するおそれがある。このこと
は、不利なネットワーク効果、例えば、低減されたデータレートなどに通じる可能性があ
る。免許されたスペクトル（ライセンススペクトル）（licensed　spectrum）上のネット
ワークトラフィックを軽減するために、セルラーネットワーク装置による使用に関して免
許されていない（not　licensed）通信スペクトルを用いて動作するネットワークからＲ
ＡＮ装置に通信能力を提供することによって、ネットワーク容量が追加されることができ
る。通信ピークがローカルで発生することがあり、このローカル区域（locality）を扱う
（serving）ＲＡＮがピーク需要を経験することがある。上記区域は、近隣のワイヤレス
ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）ネットワーク
を含むＩＥＥＥ８０２．１１ネットワークなどを含み得る。しかしながら、ＷＬＡＮネッ
トワークは免許不要のバンド（アンライセンスバンド）（unlicensed　band）において動
作するため、このバンド内で動作するチャネルの可用性及び特性が論点であり得る。ライ
センスされたＬＴＥバンドに対して追加でアンライセンスバンドにおいて動作するＵＥ及
びｅＮＢはライセンス支援アクセス（License　Assisted　Access）（ＬＡＡ）ＵＥ及び
ＬＡＡ　ｅＮＢであってもよく、これらは一般に、単にＵＥ及びｅＮＢとして参照される
。
【００２２】
　アンライセンススペクトルの使用をより良く行うために、ＲＡＮのＵＥは、ＷＬＡＮ情
報を決定するように頼まれることがある（あるいは、自動的に決定することができる）。
この目的で、１つの実施形態において、ＵＥのうち１つ以上が、アンライセンスバンドの
１つ以上のチャネル上のパワー及び干渉測定を能動的に行い、収集してもよい。上記測定
値は、他の情報に対して追加で、ＵＥを扱うｅＮＢに送信され、該ｅＮＢにおいて収集さ
れることができる。この情報を使用して、上記ｅＮＢがその一部であるＲＡＮが、アンラ
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イセンスバンドにおいて動作するＷＬＡＮネットワークの特性を取得し、こうした特性に
基づいてｅＮＢ及びＵＥの双方のためにアンライセンスバンドにおける動作判断を行うこ
とができ得る。例えば、ｅＮＢは、収集された測定情報から、その地理的領域内の任意ポ
イントにおける干渉の量を決定し、ＵＥが使用すべき（１つ又は複数の）最良のチャネル
を選択して性能メトリクスを最大化することができ得る。複数ＵＥの測定値が、所望され
るエリア全体にわたって収集される場合、空間的メトリクス、例えばネットワークのすべ
ての地理的エリア全体にわたるエリアスペクトル効率などが、補間を通して決定されても
よい。エリアスペクトル効率は、定義された地理的エリア内のチャネルにより同時にサポ
ートされることが可能なユーザ又はサービスの数量の尺度であり、（システム内のすべて
のＵＥにわたり総和された）最大集約スループット（maximum　aggregated　throughput
）をチャネル帯域幅で除算した（divided　by）ものとして定義される。
【００２３】
　しかしながら、いくつかの実施形態において、個別のｅＮＢにより扱われるＵＥのうち
１つ以上が、ネットワーク特性の実際の測定を行わなくてもよく、あるいは、上記測定値
を用いてネットワーク性能を最適化することにおいてＬＴＥシステムにより使用される、
他の、より計算的に集中的でない（less　computationally　intensive）情報を補足して
もよい。このことを達成するために、本明細書に説明されるシステムは、ＵＥにより行わ
れる測定を必要とすること又は既存のＬＴＥシステム測定及び／又はレポーティング手順
に対する修正を必要とすることなく、ＷＬＡＮにおいて既に利用可能な情報を活用しても
よい。１つの実施形態において、ｅＮＢに対してＵＥにより提供されるＷＬＡＮ情報は、
アクセスポイント（ＡＰ）から周期的にブロードキャストされるＷＬＡＮ管理フレーム、
例えばビーコンフレームなどに包含されてもよい。ＷＬＡＮ管理フレームは、ＡＰの存在
を告知し（announce）、例えば、タイムスタンプ（同期のため）、基本サービスセット識
別子（Basic　Service　Set　Identifier）（ＢＳＳＩＤ）、ＢＳＳロード（Load）、能
力、サポートされるデータレートを包含することができる。別の実施形態において、ＷＬ
ＡＮ情報は、ＷＬＡＮ測定レポート（Measurement　Report）に関して定義された情報を
含んでもよい。ＷＬＡＮ測定レポートに関して定義された情報には、クリアチャネルアク
セス（Clear　Channel　Access）（ＣＣＡ）レポート、受信パワーインジケータ（Receiv
ed　Power　Indicator）（ＲＰＩ）ヒストグラムレポート、チャネルロードレポート、及
び雑音ヒストグラムレポートが含まれ得る。ＵＥがそれ自体、ＷＬＡＮ測定レポート内の
レポートのための無線測定を実行してもよく、あるいは、同じＢＳＳ内の他のＵＥに、Ｗ
ＬＡＮ管理フレーム内で該他のＵＥにより広告される（advertised）無線測定能力に基づ
いて、当該ＵＥの代わりに測定を実行するように要求してもよい。
【００２４】
　１つの実施形態において、ＵＥは、所望されるＷＬＡＮ情報を取得し、このＷＬＡＮ情
報をｅＮＢに送信することができる。ｅＮＢは、１つの実施形態において、１つ以上のＵ
ＥからＷＬＡＮ情報を収集し、収集された情報を処理し、処理された情報をネットワーク
エンティティに提出する（submit）ことができ、これにおいて、処理された情報は、ＵＥ
によるＬＴＥアンライセンスバンドの使用に関わるネットワーク動作を制御することにお
いて、使用されることができる。ネットワーク動作は、複数の候補チャネルの間でのｅＮ
Ｂによるチャネル選択を含んでもよい。ＬＴＥ動作のために既存のＷＬＡＮシステムによ
ってあまり使われていない（less　populated）チャネルを選択することによって、双方
のシステムがよりクリアなチャネル環境を享受することができる。さらに、サービングｅ
ＮＢが、新たに参加したＵＥを、対応するＵＥが比較的少ないＷＬＡＮ干渉を経験するこ
とを予期されるチャネルを通じて動作するｅＮＢに、割り当てたいことがある。ＷＬＡＮ
情報は、さらに、ＵＥグルーピング／ローカライゼーション（localization）に使用され
てもよく、上記グルーピング／ローカライゼーションは、ＵＥについてのグループセンシ
ング及びスケジューリングを可能にし得る。上記情報は、さらに、関連付け、ハンドオー
バ、セル周波数ホッピング、パワー制御、及びＣＣＡ適応のためにネットワークエンティ
ティにフォワードされ（forwarded）てもよい。
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【００２５】
　図３は、いくつかの実施形態に従う、ＷＬＡＮ情報を取得し及び使用する方法のメッセ
ージフローを例示している。図４は、いくつかの実施形態に従う、ＷＬＡＮ情報を取得し
及び使用する方法のフローチャートを例示している。図３及び図４に示されるとおり、ｅ
ＮＢは、１つ以上のＵＥに、近隣のＷＬＡＮ情報のための要求を送ることができる（図３
におけるＳ１１、図４におけるステップ４０２）。１つ以上のＵＥの各々は、ＷｉＦｉ送
受信器を有して１つ以上のＡＰと通信することができ得る。
【００２６】
　ｅＮＢから要求を受信したＵＥは、ＷＬＡＮ情報を取得することができる（図３におけ
るＳ１２、図４におけるステップ４０４）。１つの実施形態において、ＷＬＡＮ情報は、
ＵＥによって直接取得されることができる。１つの実施形態において、ＵＥは、いかなる
測定も実行することなく、ビーコン信号から情報を取得することができる。１つの実施形
態において、ＵＥは、ＷＬＡＮ信号に対して１つ以上の測定を実行することよって情報を
取得することができる。１つの実施形態において、ＵＥは、プロキシ装置を通して間接的
に情報を取得することができ、上記プロキシ装置は、ＷＬＡＮ情報を測定し又はその他の
方法で取得し、ＷＬＡＮ情報をＵＥに提供することができる。
【００２７】
　ＷＬＡＮ情報を取得した各ＵＥは、それから、ＷＬＡＮ情報を含むレポートを生成し、
要求を送ってきたｅＮＢにレポートを送信することができる（図３におけるＳ１３、図４
におけるステップ４０６）。１つの実施形態において、ＵＥからのレポートは、ｅＮＢに
より指定されたとおり、ｅＮＢに送信されることができる。１つの実施形態において、Ｕ
Ｅからのレポートは、要求の中でｅＮＢにより指定されたとおり、ｅＮＢに送信されるこ
とができる。１つの実施形態において、各ＵＥからのレポートは、ＵＥのための任意の利
用可能なアップリンク送信において、ｅＮＢに送信されることができる。
【００２８】
　ｅＮＢは、報告されたＷＬＡＮ情報を収集し、ｅＮＢ及び他のｅＮＢに関わるネットワ
ーク動作判断を行うネットワークエンティティ、例えばＭＭＥなどに、ＷＬＡＮ情報を送
るかどうかを決定することができる（図４におけるステップ４０８）。１つの実施形態に
おいて、ｅＮＢは、報告されるＷＬＡＮ情報を単一のレポートにおいて収集することがで
きる。１つの実施形態において、ｅＮＢは、異なるＵＥからのＷＬＡＮ情報を、異なるＷ
ＬＡＮカテゴリ、例えば、ＡＰ、パワーレベル、又は干渉レベルへと編成することができ
る。１つの実施形態において、ｅＮＢは、ＷＬＡＮ情報を、各カテゴリ又はＵＥについて
、異なるレポートへと編成することができる。
【００２９】
　上記ステップ４０８において、ｅＮＢが、収集されたＷＬＡＮ情報がネットワークエン
ティティに送られるべきであると判断する場合、図４のステップ４１０において、ｅＮＢ
は、収集されたＷＬＡＮ情報をネットワークエンティティにフォワードすることができる
。１つの実施形態において、ｅＮＢは、収集されたＷＬＡＮ情報を単一のレポートにおい
てネットワークエンティティにフォワードすることができる。１つの実施形態において、
異なるＵＥからの収集されたＷＬＡＮ情報が、異なるＷＬＡＮカテゴリへと編成されるこ
とができる。１つの実施形態において、ＷＬＡＮ情報は、異なるレポートにおいてネット
ワークエンティティに送信されることができる。
【００３０】
　ｅＮＢが、収集されたＷＬＡＮ情報をネットワークエンティティにフォワードするかど
うかにかかわらず、ｅＮＢは、収集されたＷＬＡＮ情報を処理することができる（図３に
おけるＳ１４、図４におけるステップ４１２）。１つの実施形態において、ｅＮＢは、収
集されたＷＬＡＮ情報を、ＬＴＥアンライセンスバンド内の複数のチャネルの各々につい
て干渉を決定することによって処理することができる。１つの実施形態において、ｅＮＢ
は、収集されたＷＬＡＮ情報を、ＬＴＥアンライセンスバンド内の複数のチャネルの各々
についてロードを決定することによって処理することができる。
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【００３１】
　ｅＮＢは、その後、図４のステップ４１４において、ｅＮＢに関わるネットワーク動作
判断を行うことにおいてＷＬＡＮ情報を使用することができる。１つの実施形態において
、ｅＮＢは、ＷＬＡＮによってあまり使われていないＬＴＥアンライセンスバンド内のチ
ャネルを選択することができる。１つの実施形態において、ｅＮＢは、新しいＵＥを、選
択されたチャネルを通じて動作するｅＮＢに割り当てることができる。１つの実施形態に
おいて、ｅＮＢは、ＵＥグルーピング又はローカライゼーションを決定して、ＬＴＥ　Ｕ
Ｅのためのグループセンシング及びスケジューリングを可能にすることができる。１つの
実施形態において、ｅＮＢは、或るＵＥを同じグループ内の又は近接した別のＵＥのため
の代理として指名する（appointing）メッセージを送信して、該別のＵＥの代わりにチャ
ネルセンシングを実行させることができる。１つの実施形態において、ｅＮＢは、所定の
トリガ条件が満たされることとレポートがｅＮＢに送られるべき継続時間とに応答して、
レポートを送るようにＵＥに示すことができる。
【００３２】
　より具体的に、ｅＮＢは、ｅＮＢにより扱われる少なくとも１つのＵＥに、ＷＬＡＮ情
報の要求を送信することができる。１つの実施形態において、ｅＮＢは、要求をすべての
ＵＥに送信することができる。１つの実施形態において、ｅＮＢは、ＵＥのうちのサブセ
ットだけを対象にすることができる。このサブセットは、ｅＮＢにより扱われる地理的エ
リア内のＵＥの場所に基づいて決定されることができる。例えば、ｅＮＢは、ＷｉＦｉ送
受信器を有することをｅＮＢにより知られているＵＥにのみ、要求を送信してもよい（送
受信器が現在アクティブであるか否かにかかわらず）。ｅＮＢは、個別のＵＥからｅＮＢ
に送信される無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージ、例えばＲＲＣ接続要求などから、
個別のＵＥがＷｉＦｉ送受信器を有するかどうかに関する情報を獲得してもよい。別の実
施形態において、ｅＮＢは、最初、（例えば、グローバルポジショニングシステム（ＧＰ
Ｓ）を介して）互いから所定の最小距離に位置すること（又は、ＵＥがアクセスすること
ができるＡＰについての高度に相関したリストを有すること、又は同様量の干渉を有する
こと）を知られているＵＥを選択し、かつ／あるいは、ＷＬＡＮ情報が所定の最小量の時
間について妥当であるように十分ゆっくり移動しているＵＥのみ対象にすることができる
。要求は、ＷＬＡＮ測定及びレポーティングの通信態様、例えば、ＵＥがＡＰと通信する
ための特定の１つ又は複数のチャネル、及びＷＬＡＮ情報が要求される時間ウィンドウな
どを指定することができる。
【００３３】
　ｅＮＢからの要求は、指定された１つ又は複数のチャネルを通じて動作するＡＰに関す
る情報をさらに包含してもよい。例えば、ｅＮＢが、要求の中に、ｅＮＢにより扱われる
空間エリア内、及びおそらく（ＧＰＳにより決定されるとおり）ＵＥが配される特定エリ
ア内の、ＡＰのビーコンスケジュールを含んでもよい。各ビーコンスケジュールが、関連
付けられたＡＰについてのチャネルインデックス、大まかなビーコン開始時間、及びＢＳ
ＳＩＤのうち、１つ以上を含んでもよい。ＢＳＳＩＤは、ＡＰのＭＡＣアドレスである。
ｅＮＢは、要求の中でＵＥに、ＷＬＡＮ情報を取得するためにＡＰと相互作用することに
おいてプローブ要求（Probe　Request）メッセージを使用するように指図してもよい。Ｕ
Ｅは、応答において、指定されたＡＰを直接、チャネルインデックス及びＢＳＳＩＤを用
いて調査して、ＷＬＡＮ情報を取得し、迅速にレポートを生成し、要求してきたｅＮＢに
レポートを送信することができる。
【００３４】
　上記のとおり、ｅＮＢからの要求は、ＷｉＦｉ送受信器を有する１つ以上のＵＥに送ら
れることができる。ｅＮＢは、ＷｉＦｉ送受信器を介して、標準ＷｉＦｉ測定フレームを
用いて、要求を送信することができる。しかしながら、ｅＮＢそれ自体は、ＷｉＦｉ送受
信器を有さなくてもよい。この場合、要求は、ＬＴＥシグナリング、例えば、ライセンス
若しくはアンライセンスチャネル（licensed　or　unlicensed　channel）を通じてのＬ
１／Ｌ２物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、媒体アクセス制御制御要素（Ｍ
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ＡＣ－ＣＥ）、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング、又は任意の他のより高いレイ
ヤのシグナリングを介して、ＵＥに送信されることができる。
【００３５】
　要求は、複数の異なるタイプのＷＬＡＮ情報についての要求を含んでもよい。ＷＬＡＮ
情報は、ＢＳＳＩＤ、ＷＬＡＮ管理フレームボディに含まれる情報、及び／又はＷＬＡＮ
測定レポートに関して定義された測定情報（ＩＥＥＥ８０２．１１－２０１２の表８－８
１）を含んでもよい。詳細には、ＷＬＡＮ管理フレームボディは、ビーコンフレームボデ
ィを含んでもよく、上記ビーコンフレームボディは、例えば、（ＩＥＥＥ標準８０２．１
１－２０１２の）タイムスタンプ（Timestamp）、ビーコン間隔（Beacon　interval）、
能力（Capability）、ＳＳＩＤ、サポートレート（Supported　rates）、周波数ホッピン
グ（ＦＨ）パラメータセット；ダイレクトシーケンス（Direct-Sequence）（ＤＳ）パラ
メータセット；競合なし（Contention-Free）（ＣＦ）パラメータセット；独立基本サー
ビスセット（ＩＢＳＳ）パラメータセット；トラフィック指標マップ（Traffic　Indicat
ion　Map）（ＴＩＭ）、国（Country）、ＦＨパラメータ、ＦＨパターンテーブル、パワ
ー制約（Power　Constraint）、チャネルスイッチ告知（Channel　Switch　Announcement
）、クワイエット（Quiet）、ＩＢＳＳ　ＤＦＳ、送信パワー制御（ＴＰＣ）レポート、
有効放射パワー（effective　radiated　power）（ＥＲＰ）、拡張サポートレート（Exte
nded　Supported　Rates）、ＲＳＮ、ＢＳＳロード、ＥＤＣＡパラメータセット、サービ
ス品質（ＱｏＳ）能力、ＡＰチャネルレポート、ＢＳＳ平均アクセス遅延、アンテナ、Ｂ
ＳＳ利用可能アドミッション容量（BSS　Available　Admission　Capacity）、ＢＳＳ　
ＡＣアクセス遅延、測定パイロット送信、複数のＢＳＳＩＤ、ＲＭ対応能力（RM　Enable
d　Capabilities）、モビリティドメイン（Mobility　Domain）、ＤＳＥ登録場所（DSE　
registered　location）、拡張チャネルスイッチ告知（Extended　Channel　Switch　Ann
ouncement）、サポート動作クラス（Supported　Operating　Classes）、ＨＴ能力（HT　
Capabilities）、ＨＴ動作（HT　Operation）、２０／４０ＢＳＳ共存（20/40　BSS　Coe
xistence）、オーバーラップＢＳＳスキャンパラメータ（Overlapping　BSS　Scan　Para
meters）、拡張能力（Extended　Capabilities）、フィールド管理システム（Field　Man
agement　System）（ＦＭＳ）ＱｏＳトラフィック能力（Traffic　Capability）、時間広
告（Time　Advertisement）、インターワーキング（Interworking）、広告プロトコル（A
dvertisement　Protocol）、ローミングコンソーシアム（Roaming　Consortium）、緊急
アラート識別子（Emergency　Alert　Identifier）、メッシュＩＤ、メッシュ構成（Mesh
　Configuration）、メッシュアウェイク（Mesh　Awake）、ビーコンタイミング（Beacon
　Timing）、メッシュ協調機能協調チャネルアクセス機会（mesh　coordination　functi
on　coordinated　channel　access　opportunity）（ＭＣＣＡＯＰ）広告概要（Adverti
sement　Overview）、ＭＣＣＡＯＰ広告、メッシュチャネルスイッチパラメータ、及びベ
ンダー固有情報を含む。しかしながら、本開示は、上記で提供されたものなどのＷＬＡＮ
情報に限定されない。将来のテクノロジーリリース、例えばＩＥＥＥ８０２．１１ａｘな
どにおいて定義される関連ＷＬＡＮ情報が、本明細書に説明される手法を用いて要求され
、報告されてもよい。
【００３６】
　プローブ応答（Probe　Response）フレームボディ（ＩＥＥＥ標準８０２．１１－２０
１２の表８－２７）が、例えば、ＴＩＭ、ＱｏＳ能力、ＦＭＳ記述子、及びメッシュアウ
ェイクを除く、ビーコンフレームボディに含まれる情報を含んでもよい。プローブ応答フ
レームボディは、チャネル使用法（Channel　Usage）、タイムゾーン（Time　Zone）、及
びメッシュアウェイクウィンドウ（Mesh　Awake　Window）情報をさらに含んでもよい。
ここでは列挙されないが、関連付け応答（Association　Response）、再関連付け応答（R
eassociation　Response）、認証（Authentication）、及び認証解除（Deauthentication
）を含む任意のＷＬＡＮ管理フレーム内に含まれる任意の情報が、ｅＮＢによって要求さ
れてもよい。
【００３７】
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　ＷＬＡＮ測定レポートに関して定義された測定情報は、複数のレポートを含んでもよい
。基本レポートは、妥当なＭＡＣプロトコルデータユニット（ＭＰＤＵ）、ＯＦＤＭプリ
アンブル、識別されていない信号（これは、レーダ、ＯＦＤＭプリアンブル、又は妥当な
ＭＰＤＵとして特徴付けられない）、及びレーダの検出を示すことができる。クリアチャ
ネルアセスメント（Clear　Channel　Assessment）（ＣＣＡ）レポートが、測定継続時間
の間にチャネルがビジーであったとＣＣＡが示した断片的継続時間（fractional　durati
on）を提供してもよい。受信パワーインジケータ（ＲＰＩ）ヒストグラムレポートが、Ｉ
ＥＥＥ標準８０２．１１－２０１２の表８－８２に定義される８個のＲＰＩレベルについ
て、チャネル内で観察されたＲＰＩ密度を含んでもよい。チャネルロードレポートが、測
定ＵＥがチャネルをビジーであると決定した、測定継続時間のうちの割合を含んでもよい
。雑音ヒストグラムレポートが、ＩＥＥＥ標準８０２．１１－２０１２の表８－８４に定
義される１１個のアイドルパワーインジケータ（idle　power　indicator）（ＩＰＩ）レ
ベルについて、チャネル内で観察されたＩＰＩ密度を含んでもよい。ビーコンレポートが
、例えば、ビーコンの受信チャネルパワーインジケータ（received　channel　power　in
dicator）（ＲＣＰＩ）、測定パイロット、又はプローブ応答フレーム、ビーコンの受信
信号対雑音インジケータ（received　signal　to　noise　indicator）（ＲＳＮＩ）、測
定パイロット、又はプローブ応答フレーム、及び、ビーコンからのＢＳＳＩＤ、測定パイ
ロット、又は報告されるプローブ応答フレームを含んでもよい。フレームレポートが、送
信器アドレス（Transmitter　Address）、この送信器から受信したフレームの数、これら
フレームの平均ＲＣＰＩ、及び送信器のＢＳＳＩＤを含んでもよい。ＳＴＡ統計レポート
が、ＳＴＡカウンタについて及びＢＳＳ平均アクセス遅延について、値のグループを返し
てもよい。ＳＴＡカウンタグループ値が、送信フラグメントカウント（transmitted　fra
gment　counts）、グループアドレス送信フレームカウント（group　addressed　transmi
tted　frame　counts）、失敗カウント（failed　counts）、リトライカウント（retry　
counts）、複数リトライカウント、フレーム複製カウント、送信要求（Request　to　Sen
d）（ＲＴＳ）成功カウント、ＲＴＳ失敗カウント、肯定応答（Acknowledgement）（ＡＣ
Ｋ）失敗カウント、受信フラグメントカウント（received　fragment　counts）、グルー
プアドレス受信フレームカウント（group　addressed　received　frame　counts）、Ｆ
ＣＳエラーカウント、及び送信フレームカウントを含んでもよい。ＢＳＳ平均アクセス遅
延グループ値が、ＡＰ平均アクセス遅延、各アクセスカテゴリの平均アクセス遅延、関連
ＳＴＡカウント（associated　STA　count）、及びチャネル利用を含んでもよい。ＬＣＩ
レポートが、緯度、経度、及び高度の観点から、要求された場所を返してもよい。ＬＣＩ
レポートが、高度のタイプ、例えばフロアなどを含み、様々なレポーディング分解能を許
容してもよい。送信ストリーム／カテゴリ測定レポートが、測定されるトラフィックスト
リームについて、送信側性能メトリクスを提供してもよい。他のレポートが、マルチキャ
スト診断レポート、ロケーションシビック（location　Civic）レポート、及びロケーシ
ョン識別（location　identification）レポートを含んでもよい。
【００３８】
　上記のとおり、ｅＮＢからの要求は、関心のある１つ以上の特定チャネル、ＷＬＡＮ情
報が要求される時間ウィンドウ、及びＷＬＡＮ情報を指定することができる。いったん要
求がＵＥに送信されると、ＵＥは、ＵＥのＷｉＦｉ送受信器を用いて、要求内に示される
近隣ＷＬＡＮ情報を獲得することができる。１つの実施形態において、ＷＬＡＮ情報は、
ＡＰのＢＳＳＩＤを含むことができる。ＵＥは、ＷｉＦｉ送受信器を介して、すでにＢＳ
ＳＩＤを獲得していて、要求内で指定された１つ又は複数のチャネル上でＵＥがビーコン
を受信できるＡＰのリストを、メモリ内に記憶していてもよい。ＷｉＦｉ送受信器がまだ
アクティブ化されておらず、あるいはＵＥがＡＰリストを記憶しない別の実施形態におい
て、ＵＥは、ＷｉＦｉ送受信器をオンにし、かつ／あるいは、各々の指定されたチャネル
に順次合わせてＡＰのＢＳＳＩＤを収集してもよい。ＢＳＳＩＤは、ＷＬＡＮ　ＭＡＣフ
レーム内に含まれてもよい。集約ＭＡＣサービスデータユニット（aggregated　MAC　ser
vice　data　unit）（Ａ－ＭＳＤＵ）において、データフレームのアドレス３フィールド
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は常にＢＳＳＩＤを運ぶ。ＭＳＤＵにおいて、アドレス１、アドレス２、及びアドレス３
フィールドは、フレーム制御内のＴｏ　ＤＳ及びＦｒｏｍ　ＤＳペアが（１，０）、（０
，１）、及び（０，０）にそれぞれ設定されるとき、ＢＳＳＩＤを運ぶ。管理フレームに
おいて、ＢＳＳＩＤはシーケンス制御の前のオクテット内に含まれ得る。
【００３９】
　ＷＬＡＮ情報を獲得するために、ＵＥは、最初、ｅＮＢからの要求内に指定される要求
された情報を含む管理フレームタイプを識別することができる。いくつかの実施形態にお
いて、ＷＬＡＮ情報は、ＡＰからのメッセージ、例えばビーコン信号などを受動的にリッ
スンすることにより、ＵＥによって取得されることができ得る。この場合、ＵＥは、指定
された時間ウィンドウにわたりフレームの対応するフィールド内のデータを抽出すること
によって、情報を収集することができる。しかしながら、別の実施形態において、ＵＥが
、よりアクティブな役割を果たしてもよい。詳細には、要求されたＷＬＡＮ情報が、ＡＰ
に要求メッセージを送ることとＡＰからＷＬＡＮ情報を含む応答メッセージを受けること
とによって取得され得ることを、ＵＥが決定してもよい。別の実施形態において、ＵＥ自
体は上記決定を行わなくてもよく、代わって、ｅＮＢからの要求が、ＵＥに、ＵＥがビー
コンを受信することができるＡＰに対して要求メッセージを送信するように示してもよい
。ＵＥとｅＮＢとの間で交換されることが可能なメッセージのタイプには、プローブ要求
／プローブ応答メッセージ、関連付け要求／関連付け応答、及び再関連付け要求／再関連
付け応答フレームが含まれる。
【００４０】
　別の実施形態において、要求が、ＷＬＡＮ測定レポートに関して定義された情報につい
ての要求を含むことを、ＵＥが決定してもよい。この場合、ｅＮＢに対する応答において
ＵＥがＷＬＡＮ情報を送る前に、測定が完了され得る。ＵＥが測定情報を取得することが
できるいくつかの方法が存在する。１つの実施形態において、ＵＥ自体が、指定された１
つ又は複数のチャネル上で測定を実行することができる。別の実施形態において、ＵＥが
、ＷＬＡＮを介して通信することが可能かつ同じＢＳＳ内の１つ以上の他の通信装置に、
該ＵＥの代わりに測定を実行するように要求してもよい。上記ＷＬＡＮ装置には、ＷＬＡ
Ｎモデムを有するＬＴＥ　ＵＥが含まれ得る。上記要求は、管理フレーム内でＲＭ対応能
力要素を用いて無線測定能力を公告したＷＬＡＮ装置に送られることができる。上記のと
おり、無線測定能力は、メッセージ、例えば、ビーコン、関連付け要求、関連付け応答、
再関連付け要求、再関連付け応答、又はプローブ応答などにおいて広告されることができ
る。ＲＭ対応能力要素が、ＩＥＥＥ標準８０２．１１－２０１２の表８－１１９内に列挙
される対応する能力が有効にされているかをどうかを示してもよく、上記能力には、リン
ク測定（Link　Measurement）、近隣レポート（Neighbor　Report）、並列測定（Paralle
l　Measurements）、繰り返し測定（Repeated　Measurements）、ビーコン受動測定（Bea
con　Passive　Measurement）、ビーコン能動測定（Beacon　Active　Measurement）、ビ
ーコン表測定（Beacon　Table　Measurement）、ビーコン測定レポーティング条件（Beac
on　Measurement　Reporting　Conditions）、フレーム測定（Frame　Measurement）、チ
ャネルロード測定（Channel　Load　Measurement）、雑音ヒストグラム測定（Noise　His
togram　Measurement）、統計測定（Statistics　Measurement）、ＬＣＩ測定、ＬＣＩ方
位（LCI　Azimuth）、送信ストリーム／カテゴリ測定、トリガ送信ストリーム／カテゴリ
測定（Triggered　Transmit　Stream/Category　Measurement）、ＡＰチャネルレポート
、ＲＭ　ＭＩＢ、測定パイロット送信情報、近隣レポートＴＳＦオフセット、ＲＣＰＩ測
定、ＲＳＮＩ測定、ＢＳＳ平均アクセス遅延、ＢＳＳ利用可能アドミッション容量、及び
アンテナ能力が含まれる。
【００４１】
　ＵＥは、要求内に列挙された情報を収集し、ＷＬＡＮ情報を含むレポートを生成しても
よい。要求が、複数のチャネルが要求されていることを示す場合、レポートが、チャネル
ごとに編成されてもよい。ＵＥが、複数のビーコンを異なるＡＰから一チャネルを通じて
受信することができる場合、各チャネルに対するレポートが、複数のＢＳＳＩＤに関する
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情報を含んでもよい。さらに、ＷＬＡＮ情報のうちいくつかが、収集されることができな
い場合、ＵＥが、ＷＬＡＮ情報を収集することができないことをレポートの中で示しても
よい。
【００４２】
　種々の実施形態において、レポートが、種々の状況下で要求ｅＮＢに対して生成され、
かつ／あるいは送られてよい。例えば、レポートは受動的に送られてもよく、ＷＬＡＮ情
報を集めること及びレポートを送信することは、ＵＥが要求を受信することに応答してト
リガされ得る。さらに、ＷＬＡＮ情報を集めること及びレポートを送信することは、要求
を介してｅＮＢによって確立されてもよく、ただし、ある条件が満たされたときのみトリ
ガされることができる。トリガ条件は、例えば、ＵＥがビーコンを捕らえる（overhear）
ことができるＢＳＳＩＤのセットなどの近隣ＷＬＡＮ情報における変化、又は、所定閾値
を超えての広告されたＢＳＳロードレベルにおける変化であり得る。トリガ条件が満足さ
れることに応答して、ＵＥが、レポートを先取的に（proactively）生成し、レポートを
ｅＮＢに送ってもよい。この場合のトリガ条件と先取的なレポーティングが要求される継
続時間とは、ｅＮＢからの要求によって設定されてもよい。レポートは、要求によって提
供される時間ウィンドウの終わりにおいて送信されてもよい。別法として、レポートは規
則的に更新されてもよく、条件のうち１つが所定の仕方において変化したらすぐか、ある
いは時間ウィンドウ内の所定の時間間隔においてかのいずれかで、ＵＥからｅＮＢに送信
されてもよい。いくつかの実施形態において、完全なレポートが送信において提供されて
もよく、別法として、前の送信から所定量だけ変化した情報のみがレポート内で提供され
てもよい。
【００４３】
　ＬＴＥ　ＬＡＡ　ｅＮＢが、ＷｉＦｉ送受信器を有さない場合、レポートメッセージは
、例えば、Ｌ１／Ｌ２（ＰＤＣＣＨ）、ＭＡＣ　ＣＥ、ＲＲＣシグナリング、又は任意の
他のより高いレイヤのシグナリングを介して、ＬＴＥ　ＬＡＡ　ｅＮＢに信号伝達される
ことができる。ＬＴＥ　ＬＡＡ　ｅＮＢが、ＷｉＦｉ送受信器を有する場合、レポートメ
ッセージは、例えば、Ｌ１／Ｌ２（ＰＤＣＣＨ）、ＭＡＣ　ＣＥ、ＲＲＣシグナリング、
又は任意の他のより高いレイヤのシグナリングを介して信号伝達され、あるいは通常のＷ
ｉＦｉ測定フレームを用いて信号伝達されることができる。別の実施形態において、ＬＴ
Ｅ　ＬＡＡ　ｅＮＢがＷｉＦｉ送受信器を有するとしても、レポートメッセージが依然と
して、Ｌ１／Ｌ２、ＭＡＣ　ＣＥ、ＲＲＣシグナリングを介して信号伝達されてもよい。
この判断は、例えば既知のトラフィック又は干渉レベルに依存して、ＬＴＥ　ＬＡＡ　ｅ
ＮＢによって行われることができる。
【００４４】
　上記のとおり、レポートは（要求に対して追加で）、ｅＮＢがＷｉＦｉ送受信器を有す
る場合、ＷｉＦｉを通じて送信されることができる。しかしながら、上記のとおり、ｅＮ
ＢがＷｉＦｉ送受信器を有するかどうかにかかわらず、レポートは、例えば、ライセンス
又はアンライセンスチャネルを通じてのＬ１／Ｌ２物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ）、媒体アクセス制御制御要素（ＭＡＣ－ＣＥ）、無線リソース制御（ＲＲＣ）シ
グナリング、又は任意の他のより高いレイヤのシグナリングを介してｅＮＢに送信されて
もよい。要求又は応答がＷｉＦｉを通じて送られない場合、ｅＮＢとＵＥとの間の通信は
、ライセンスチャネル又はアンライセンスチャネルのいずれかを通じて実施することがで
きる。要求は、レポートがｅＮＢに提供されるべき仕方、例えばチャネル及び送信テクノ
ロジーを指定することができる。要求がｅＮＢからＵＥに送信される仕方は、レポートが
ｅＮＢからＵＥに送信される仕方と同じであってもよく、あるいは異なってもよい。例え
ば、要求がＬ１／Ｌ２ＰＤＣＣＨを介して送られ、応答がＲＲＣメッセージを介して送ら
れてもよく、あるいは、要求がＷｉＦｉを介して送られ、応答がＭＡＣ－ＣＥメッセージ
を介して送られてもよい。
【００４５】
　レポートは、ＵＥの動的に変化する環境に関する情報を、ｅＮＢに提供することができ
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る。いったんＵＥからのレポートがｅＮＢにおいて受信されると、ｅＮＢは、例えば、Ｗ
ＬＡＮ情報をレポートから抽出すること及びＷＬＡＮ情報を使用する仕方を決定すること
によって、ＷＬＡＮ情報を処理することができる。１つの実施形態において、ＷＬＡＮ情
報は、チャネル選択においてｅＮＢによって使用されることができる。詳細には、ｅＮＢ
は、ｅＮＢの要求に対する応答が受信されたＵＥのうちすべてから、ＢＳＳＩＤ情報を収
集することができる。詳細には、複数の上記ＵＥが、或る個別チャネルにおいて動作する
異なるＢＳＳＩＤ（ＡＰ）を報告する場合、ｅＮＢは、チャネル選択の間、該チャネルを
選択することを回避することができる。ｅＮＢが、複数チャネルを通じて動作することが
できる場合、ｅＮＢは、各ＵＥに対する１つ又は複数のサービングチャネルを、ＵＥによ
り提供されるＢＳＳＩＤ情報に基づいて、あまり混んでいない（すなわち、より少ない使
用量を有する）及び／又はより少ない干渉を有する１つ又は複数のチャネルを選択するこ
とによって、区別することができる。
【００４６】
　ＢＳＳＩＤが、チャネル選択に使用される唯一の情報でなくてもよい。他の、ＷＬＡＮ
管理フレーム内に含まれる情報又はＷＬＡＮ測定レポートに関して定義される情報が、チ
ャネル選択にさらに使用されてもよい。例えば、追加的な情報、例えば、ＢＳＳロード、
ＢＳＳ平均アクセス遅延、ＣＣＡレポート、又はチャネルロードレポートなどが、チャネ
ル選択において、ＢＳＳＩＤに対して追加で又はＢＳＳＩＤに代わって補助してもよい。
例えば、或る個別チャネルにおいて動作するＢＳＳＩＤを報告するＵＥがほとんどないと
しても、ｅＮＢは、上記個別チャネルが既存のＷＬＡＮシステムにより多大に使用されて
いることを示すＷＬＡＮレポート内の上記追加情報を抽出することに応答して、該チャネ
ルを選択しないことができる。ＷＬＡＮ情報を処理することにおいて、ｅＮＢは、ＷＬＡ
Ｎ情報に基づいてさらなる決定を行ってもよいことに留意されたい。例えば、ＵＥが、ｅ
ＮＢにより扱われる地理的範囲全体にわたる干渉レベルの完全な像を提供しないことがあ
る。しかしながら、ｅＮＢは、レポート内でＵＥにより提供されるＷＬＡＮ情報に関連し
て標準的な補間手法を用いて、ＵＥ間の地理的場所における干渉レベルを補間することが
でき得る。
【００４７】
　別の実施形態において、ｅＮＢは、ＷＬＡＮ情報を使用して、ＵＥグルーピング又はロ
ーカライゼーションを決定してもよい。上記のとおり、ｅＮＢは、ｅＮＢの要求に対する
応答が受信されたＵＥのうちすべてから、ＢＳＳＩＤ情報を収集することができる。複数
のＵＥからのＷＬＡＮ情報が、ＢＳＳＩＤについての高度に相関したセットを示す場合、
ｅＮＢは、上記ＵＥを一緒にグループ化することができる。換言すると、同じＢＳＳＩＤ
セットが種々のＵＥにより報告されることの単なる存在が、上記ＵＥが互いに対して近接
していることを示し得る（これらＵＥが、ＡＰから、厳密に同じ又はほぼ同じＢＳＳＩＤ
を捕捉することができるため）。上記相関自体が、ＵＥが同様のＷｉＦｉ干渉を被ってい
ることを示し得る。同様に、追加的な場所関連情報が、ＢＳＳＩＤ相関情報に代わって又
は追加で、利用可能であり、使用されてもよい。追加的な場所関連情報には、例えば、Ｌ
ＣＩレポートが含まれ得る。ｅＮＢは、いずれか又は双方の情報セットを利用して、例え
ば、ＧＰＳにより提供されるよりもより正確な、ＵＥのローカライゼーションを提供する
ことができる。
【００４８】
　ｅＮＢは、ＵＥグルーピング／ローカライゼーション情報を使用して、ＵＥ間における
エネルギー節約を促進することができる。より具体的に、ＵＥについての或る個別セット
が一緒にグループ化される（すなわち、互いに対して地理的に近接して位置する）ことを
決定した後、ｅＮＢは、ＵＥの上記グループ全体のための機能を実行するように、ＵＥの
上記グループから１つ以上の代理ＵＥを指名することができる。例えば、ｅＮＢが、アン
ライセンスバンド干渉を決定するためにチャネルセンシングを要求する場合、ｅＮＢは、
同様の干渉を被る上記グループ内の他ＵＥの代わりにチャネルセンシングを提供するよう
に、（１つ又は複数の）上記代理ＵＥを指名することができる。こうすることにより、非
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代理ＵＥによるチャネルセンシングのためのエネルギー消費が、利用可能情報における損
失の無さに対して無視できるほどで、低減されることができる。さらに、ｅＮＢは、どの
ＵＥが代理になるかを周期的に交替させることによって、同じグループ内の又は近接した
ＵＥ間におけるエネルギー消費のバランスをとることができる。ｅＮＢは、さらに、どの
ＵＥが代理になるかを、ＵＥのバッテリステータスに基づいて決めてもよい。例えば、ｅ
ＮＢが、初期レポート又は他の通信においてパワー情報を提供してもよく、ｅＮＢが、バ
ッテリで動作しているＵＥの中で、永続的なパワーサプライに接続された（例えば、壁の
ソケットにプラグ接続されているなどの）ＵＥに対して代理を優先させてもよい。別の実
施形態において、ｅＮＢが、ＵＥのバッテリ特性で周期的に更新され、これに応じて代理
を更新してもよい。ｅＮＢは、同じグループ内の又は近接した複数のＵＥをスケジュール
してもよい。
【００４９】
　別の実施形態において、ＵＥから収集されたＷＬＡＮ情報をｅＮＢが処理することに代
わって又は追加で、ｅＮＢは、収集されたＷＬＡＮ情報をネットワークエンティティ、
例えばＭＭＥなどにフォワードしてもよい。ネットワークエンティティが、様々なネット
ワーク適用のために、ＵＥから直接、レポート及び／又は他の情報をさらに収集してもよ
い。ネットワークエンティティが、適用、例えば、ＵＥの個別ｅＮＢとの関連付け、ＵＥ
の或るｅＮＢから別のものへのハンドオーバ、ｅＮＢ及び／又はＵＥのセル周波数ホッピ
ング、ｅＮＢ及び／又はＵＥのパワー制御、並びにｅＮＢ及び／又はＵＥのＣＣＡ適応な
どにおいて、ｅＮＢ及び／又はＵＥを制御してもよい。
【００５０】
　実施形態が、特定の例示的な実施形態を参照して説明されたが、本開示の主旨及び範囲
から逸脱することなく、こうした実施形態に対して様々な修正及び変更が行われ得ること
が明らかであろう。したがって、明細書及び図面は、限定的ではなく例示的な意味におい
て考慮されるべきである。添付図面は明細書の一部を形成し、限定としてではなく例示と
して、対象事項が実施され得る特定実施形態を示している。例示される実施形態は、当業
者が本明細書に開示される教示を実施するのを可能にするよう十分詳細に説明されている
。上記実施形態から、他の実施形態が利用され、導出される可能性があり、したがって、
構造的及び論理的な代替及び変更が、本開示の範囲から逸脱することなく行われ得る。し
たがって、本詳細な説明は、限定的な意味においてとられるべきではなく、様々な実施形
態の範囲は、別記の請求項とこうした請求項が権利を与えられる均等物の完全な範囲とに
よってのみ定義される。
【００５１】
　発明対象事項の実施形態は、本明細書において、個々に及び／又は集合的に、簡便さの
ために単に用語「発明」によって参照されることがあり、２つ以上の発明又は発明概念が
実際に開示される場合に、本出願の範囲をいずれか１つの発明又は発明概念に自発的に限
定することは意図されない。ゆえに、特定実施形態が本明細書において例示され、説明さ
れたが、同じ目的を達成するように算出された任意の配置が、示された特定実施形態の代
替にされてもよいことが十分理解されるべきである。本開示は、様々な実施形態について
の任意の及びすべての適応又は変形をカバーすることが意図される。上記実施形態の組み
合わせ、及び本明細書において具体的に説明されていない他の実施形態が、上記説明を精
査した当業者に明らかになるであろう。
【００５２】
　本文献において、用語「一の（“a”又は“an”）」は、特許文献において一般的であ
るとおり、「少なくとも１つ」又は「１つ以上」についての任意の他の事例又は使用法か
ら独立して、１つ又は１つより多くを含むように用いられる。本文献において、用語「又
は」は、非排他的な又はを参照するように用いられ、したがって、「Ａ又はＢ」には、別
段示されない限り、「ＢでなくＡ」、「ＡでなくＢ」、及び「Ａ及びＢ」が含まれる。本
文献において、用語「含む（“including”）」及び「これにおいて（“in　which”）」
は、それぞれの用語「含む（“comprising”）」及び「これにおいて（“wherein”）」
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についての分かりやすい英語の均等物として用いられる。さらに、下記の請求項において
、用語「含む（“including”）」及び「含む（“comprising”）」は開放型であり、す
なわち、請求項内でこうした用語の後に列挙される要素に対して追加で要素を含むシステ
ム、ＵＥ、品物、組成物、定式化、又は処理は依然として、該請求項の範囲内に入るよう
にみなされる。さらに、下記の請求項において、用語「第１の」、「第２の」、及び「第
３の」等は単にラベルとして用いられ、その対象に対する数的要件を課すことは意図され
ない。
【００５３】
　本開示の要約は、読み手が技術開示の性質を迅速に確かめることを可能にする要約を要
求する３７Ｃ．Ｆ．Ｒ．§１．７２（ｂ）に準拠するように提供される。要約は、該要約
が請求項の範囲又は意味を解釈又は限定することに使用されないという理解と共に提出さ
れている。さらに、前述の詳細な説明において、様々な特徴が、開示を合理化する目的で
単一の実施形態に一緒にグループ化されていることがわかるであろう。この開示の方法は
、請求される実施形態が各請求項において明示的に記載されているよりも多くの特徴を必
要とするとの意図を反映するものとして解釈されるべきではない。むしろ、下記の請求項
が反映するとおり、発明対象事項は、１つの開示される実施形態についてのすべての特徴
よりも少ない中にある。ゆえに、下記の請求項は本詳細な説明に組み込まれ、各請求項は
それ自体を別個の実施形態として主張する。

【図１】 【図２】

【図３】
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